
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

最大のセキュリティリスクである 

ビジネス・ユーザーのリスク軽減 
 

 
 

 

 

 

2015.3.13 

 



 
 
 

 

Mitigating your Biggest Security Risk: 

Your Business Users 

目次 

 

1 最大のセキュリティリスクであるビジネス・ユーザーのリスク軽減 ...................................................... 1 

2 ビジネス・ユーザーが機密アプリケーションへアクセスするのが危険である 5 つの理由 ......... 2 

3 ビジネス・ユーザーのリスクと重要なアプリケーションへのアクセスへの対処方法 ..................... 4 

4 ビジネス・ユーザーをプロファイルする ........................................................................................................... 5 

4.1 危険なアプリケーションを通じて、機密データへのアクセスを求める人々 ............................. 5 

4.2 生産性の低い、不満を抱えた従業員 ................................................................................................... 5 

4.3 退職する従業員............................................................................................................................................. 5 

5 リモートアクセス作業者 ........................................................................................................................................ 6 

5.1 ビジネス・データのプロファイル ............................................................................................................... 6 

6 職務分掌の採用 ..................................................................................................................................................... 8 

7 アプリケーションの使用制限 ............................................................................................................................ 10 

8 ソーシャルエンジニアリング攻撃の認識と阻止するための従業員教育......................................... 11 

9 強力なパスワードポリシーの適用 ................................................................................................................. 12 

10 ユーザーアクティビティの監視 .................................................................................................................... 13 

11 ObserveIT - 世界をリードするユーザーアクティビティ監視ソリューション ............................... 14 

11.1 ビデオ再生とアクティビティ分析 ....................................................................................................... 14 

11.2 リアルタイムユーザアクティビティアラート .................................................................................... 14 

11.3 キーワードベースのアクティビティ検索 ......................................................................................... 15 

12 ギャップゼロの監視、分析、アラート、遮断 ........................................................................................... 16 



 
 
 

 

Mitigating your Biggest Security Risk: 

Your Business Users 

1 

1 最大のセキュリティリスクであるビジネス・ユーザーのリスク軽減 

IT と管理者アカウント、例えばシステムやデータベースを管理する人々は、機密システムや機密

データへの広範囲なアクセス特権を有しています。このため、会社がセキュリティ・ポリシーやソリ

ューションを構築する際、管理者達を最優先事項に考える傾向があるのも理解できます。つまり、

これらのユーザーが機密の資産に広範囲にアクセスができるのであれば、会社が重大なリスクを

犯していることは明らかだからです。 

 

しかし驚かれるかもしれませんが、実際に危険なアプリケーションにアクセスするのは、通常のビ

ジネス・ユーザーであって、多くの組織で重大なデータ侵害を犯す可能性があると考えられている

管理者ではありません。最近のリサーチは、このことを経験的に証明しています。例えば、2014 年

度の IBM/Ponemon におけるデータ侵害レポートでは、84%の内部データ侵害は管理者特権の無

い通常のビジネス・ユーザー・アカウントから引き起こされています。他の事例を挙げれば、

Verizon の 2013 年データ侵害調査レポートでは、全侵害中 76％は機密データにアクセスしたアカ

ウントから引き起こされています。実際の件数がどれくらいであれ、ビジネス・ユーザーが組織に

重大なセキュリティリスクを課していることは明らかです。 

 

 

IBM/Ponemon におけるデータ侵害レポートでは、84%の内部データ侵害は管理者特権の無い通

常のビジネス・ユーザー・アカウントから、引き起こされています。 
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2 ビジネス・ユーザーが機密アプリケーションへアクセスするのが危険

である 5 つの理由 

1. なぜ、データセキュリティ上でビジネス・ユーザーが、IT ユーザーより危険度の高い要

因なのかを説明する最も重要な点は、多くの大組織においてビジネス・ユーザーは、

20：1 の割合で IT 管理者を数において勝っていることがあげられます。かなりの数のビ

ジネス・ユーザーは、その活動量、重要/機密アプリケーションやデータへの必要なアク

セス数が合わさり、企業にとってより大規模なリスクとなります。 
 

2. 2 番目の要因は、企業が伝統的にセキュリティの焦点のほとんどを、システム、データ

ベース、ネットワーク機器、および他の IT インフラストラクチャーの保護に置いたことで

す。これらの試み（そして、それらをサポートしているソリューション）のほとんどの焦点

が、境界（ハッカーを締め出すこと）に絞られました。これらの重要な企業財産は、いつ

も拡大鏡のような監視下にありました。つまり、元来少ない特権しか与えられていない

ビジネス・ユーザーが、アプリケーションやデータへアクセスして潜在的にできることを

企業は無視する一方で、IT 管理者のドメインでシステムや他の資産に何が起こってい

るのか、より注意を払っていたのです。 
 

3. 3 番目の要因として、企業はビジネス・ユーザーがサーバー上で実行するよりも、デスク

トップやラップトップで実行するタイプのアプリケーションを制限していることがあげられ

ます。しかし、これはまったく実用的ではないです。例えば、クラウドファイルの共有や、

バックアップ・アプリ、動画共有アプリ、画面キャプチャーアプリ、Web 会議アプリを機密

サーバー上での実行を防止すること（少なくともアラートを鳴らすこと）こそが、完全に正

当なことです。管理者が、これらのアプリを実行する正当な理由はまったくありません。

しかし一方で、ビジネス・ユーザーが仕事上でこれらのアプリを使用する必要がある、正

当なシナリオは多数あります。危険なことに、これらのアプリケーションは、機密または

規制されたデータを第三者に流出させる主要な手段でもあるという事実にあります。 
 

4. 4 番目の要因は、一般にビジネス・ユーザーは IT 管理者ほど、セキュリティに注意を払

っていないことです：排他的でユニークなパスワードを使用し、それらのパスワードを密

かに保護するように注意を払うことは少ないです。これにより、フィッシングや他のソー

シャルエンジニアリングのテクニックを使ってネットワークへのログイン情報を得ようと試

みているハッカーにとって、ビジネス・ユーザーは管理者より弱点の多いターゲットにな

ります。 
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5. 最後に、数ダースの管理者より、数千または数万のビジネス・ユーザーの活動を手動で

追跡することの方が遥かに難しいです。包括的に自動化されているユーザーアクティビ

ティ監視システムが適切に配置されていなければ、多くのアプリケーションを経由して、

機密データにアクセスしている多くのビジネス・ユーザーの中から、データ侵害を検出す

ることはまったく不可能です。 
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3 ビジネス・ユーザーのリスクと重要なアプリケーションへのアクセス

への対処方法 

ビジネス・ユーザーが高いリスクを犯しており、ログイン・アカウントがかなりの脆弱性を秘めてい

ることを理解したら、それに対処することができます。以下のベストプラクティスは、全ての組織に

おいて考慮されるべきです。セキュリティを高め、データ侵害のリスク、不正なアクティビティ、およ

び他のインサイダー脅威を軽減します。 
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4 ビジネス・ユーザーをプロファイルする  

4.1 危険なアプリケーションを通じて、機密データへのアクセスを求める人々 

従業員は、仕事をするためにハイレベルのアプリケーション・アクセスを必要とします。例えば、カ

スタマー・サービス担当者は、顧客リスト、個人が特定可能な顧客情報、および他の機密（または

規制された）顧客データにアクセスするかもしれません。販売チームは、競争相手にも多大な価値

のある見込み客リストにアクセスするかもしれません。会計スタッフは、機密の金融レコード、顧客

の支払いの詳細記録、会社の銀行口座にアクセスするかもしれません。単に彼らがアクセスした

というデータから、詳細な調査を必要とする個人または部門のリストを集めるのが狙いです。 

4.2 生産性の低い、不満を抱えた従業員 

部門マネージャーと人事チームは、従業員のパフォーマンスや態度を監視する間、お互いにコミュ

ニケーションをとるべきです。仕事の不満、個人的な事柄または他の問題に起因するかどうかに

関わらず、不満のある従業員はセキュリティ上、仕事に満足し生産性の高い従業員より大きな脅

威となります。これらの潜在的にリスクを抱えた従業員のアクティビティや習慣により注意を払うこ

とによって、組織のマネージャーは会社が損失を被る前に危険な行動をより早く見分けることがで

きます。 

4.3 退職する従業員 

従業員が犯す危険の分析結果は、辞任や契約終了後に急激に上がっています。歴史的に見て、

従業員が会社に居る残りの時間に、問題の多い行動をするのがより一般的です。これは、悪意に

満ちた行動の形を取ることがあります。おそらく、解雇された復讐として、または非倫理的な行動

から、見込客リスト、顧客データ、コンピューターコード、他の知的所有権など、従業員が有益だと

思われるものを盗んだりします。あるケースにおいては、実際に従業員は、これらの資産を奪う権

利があると感じています。他のケースでは、コードへのアクセスができる技術的に有能な従業員

は、会社を去ってからもずっと、システムのログインすることができるバックドアを用意していました。

解雇通告後に、従業員を注意深く監視することは非常に重要なのです。 
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5 リモートアクセス作業者 

会社敷地の外部からネットワークにログインしている従業員（または外部の請負業者）は、内部の

従業員よりも危険であると見なすべきです。心理的に、従業員はセキュリティ管理者の監視の目

が届かないと感じた際に、より大胆になるかもしれません。リモートユーザーをより注意深く監視す

るもう 1 つの理由は、リモートアクセス権限を有するアカウントクレデンシャルは、許可されていな

い第三者によってより簡単に悪用されるということです。従業員が自覚していることもあれば、知ら

ない間に悪用されることもあります。第三者は企業の敷地内に進入する必要はありません。さらに、

従業員が決してログインしないはずの期間（休暇中、病欠した日、深夜、週末など）にリモート作業

者のアカウントが使用された場合、そのログインを追跡するというポリシーを実行することも良い

たアイデアです。 

 

5.1 ビジネス・データのプロファイル 

ユーザーと同じように、すべてのデータが同程度のリスクをもたらすわけではありません。ビジネ

ス上価値のあるデータ、法律で保護が定められているデータ、いずれにしても機密性の高いデー

タであればあるほど、そのデータの保護に注力することがより重要になります。データベースの中

の貴重なデータ、法的に規制されているデータ、それ以外の機密データをすべて把握することは、

内部アカウントによるデータの盗難を効果的に防ぐための重要な課題の１つです。どのデータを

保護する必要があるのかを知らなければ、そのデータを保護することは言うまでもなく困難です。 

 

多くの大企業において、それは簡単な課題ではありません。様々な事務所、部署、データセンター、

クラウドの多数のサーバーに、何百ものデータベースが散在している場合もあります。さらに、デ

ータベースそのものを確認するだけでは不十分です：データベースのどのフィールドのデータを最

優先で保護する必要があるか、把握する必要があります。保護すべきデータは、通常機密性が高

く、個人を特定できる、規制されたデータのフィールドに含まれています。例えば、ソーシャルセキ

ュリティナンバー、クレジットカードナンバー、メールアドレス、パスワード、機密性の高い顧客デー

タ、ビジネスプラン、コンピューターコード、知的財産などです。 

 

まず、保護する必要があることを認識しているデータベースとフィールドのリストを、作成すること

からスタートできます。次に、組織全体で部署のマネージャーに聞き取りを行ない、保護すべきデ

ータの範囲をさらに見つけ出すようにします。最後に、組織のデータベースをスキャンして、人の

目で見つけようとしても見逃してしまっていた機密データや規制されたデータのフィールドを、自動

的に発見するツールを利用します。 

 

 



 
 
 

 

Mitigating your Biggest Security Risk: 

Your Business Users 

7 

 



 
 
 

 

Mitigating your Biggest Security Risk: 

Your Business Users 

8 

6 職務分掌の採用 

ビジネス・ユーザーには、業務を行うために必要な最低限のデータアクセス権限を付与することが

重要です。それぞれのユーザーの権限を、彼らが職務に必要とする特定のデータ、アプリケーショ

ン、システムに制限する手法は、機密データを保護するための主要な予防策であり、“職務分掌”

として知られています。 

 

ユーザーに必要以上に広範囲なアクセス権を与えることは、より多くのデータの露出とリスクに繋

がるため職務分掌は重要です。Ponemon Institute が欧米企業の従業員およそ 2300 人（営業、財

務、会計、事業運営、企業の IT で働くエンドユーザーも含む）に対して行なった最近の調査による

と 71%の従業員が、自分が閲覧すべきではない企業のデータに必要以上のアクセス権を付与され

ていると回答しています。レポートの著者は次のように述べています。「従業員の多くは業務に必

要とする以上のデータに、過度のアクセス権を有しています。また、データにアクセスした際、追跡

されることも監査を受けることもなく、従業員のアカウントに不正にアクセスするような攻撃は壊滅

的な結果をもたらす可能性があります。」 

 

職務分掌を運用するためには、2 つの方法があります：1 つは、機密性の高いリソースそのものへ

のアクセスを単に認めないことです。言い換えれば、ユーザーのアカウントは、特定のサーバー、

データベース、アプリケーション、ファイルなどにアクセスできないということです。残念ながら、こ

の方法は、ユーザーの業務にしばしば影響を与えてしまいます。例えば、ソフトウェアの開発者は、

特定データベースの顧客データにアクセスする必要はありません。しかし、コードを開発してテスト

するために、そのデータベースへアクセスを必要とする場合があります。この場合、2 つ目の方法

が役立ちます：データのマスキング（またはより優れた、動的なデータのマスキング）です。ポリシ

ーに基づくデータのマスキングソリューションを使えば、ビジネス・ユーザーに機密性の高いデータ

ベースへのアクセスを許可する一方で、データベースからユーザーに実際に返ってくるデータは、

“マスキングをかけた”、または覆い隠されたデータです（例えば、ソーシャルセキュリティナンバー

は、すべてデータベースから「123-45-6789」で返ってきます）。 

 

残念ながら、単に従業員に広範のアクセス権を与える方が遥かに簡単なため、多くの企業はこの

アドバイスを無視しています：ユーザーアカウントの管理が容易で、ヘルプデスクのサポートも少

なくてすみます。職務分掌を採用するためのもう 1 つの課題は、誰がどのデータへのアクセスを必

要しているのか、誰がそれを承認するのかを正確に分類し、メンテナンスし、アップデートすること

が困難なことです。もちろん、前述の最初の2つのステップ（ビジネス・ユーザーのプロファイルとビ

ジネス・データのプロファイル）を一度実行すれば、より完遂し容易くなります。とにかく、このアプ

ローチを実現するためには、マネジメントの支援と包括的なポリシーと手順の開発が必要です。 
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調査報告会社 Ponemon Institute の 2014 年のデータ：保護された資産かカチカチ動く時限爆弾

か？ 

 

71%の従業員が、自分が閲覧すべきではない企業のデータに必要以上のアクセス権を付与されて

いると回答しています。 
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7 アプリケーションの使用制限 

ビジネス・ユーザーは、データ漏えいの深刻なリスクのあるソフトウェアやクラウドサービスをしば

しば使用します。クラウドベースのファイル共有またはバックアップのアプリケーション、Torrent（ト

レント）アプリケーション、スクリーンキャプチャアプリケーション、リモートデスクトップ管理アプリケ

ーション、Web カンファレンスアプリケーションなどのアプリケーションには、すべて企業の枠を超え

て機密情報が漏えいする危険性があります。さらに、故意である必要もありません：ユーザーが気

付かないうちに貴重なデータを第三者に大量に流失してしまいかねない方法で、これらのアプリケ

ーションを悪意なくまたは不注意に使用することもあります。さらに、ユーザーのクレデンシャルを

持ったハッカーがリモートデスクトップにアクセスする際、これらのアプリケーションを使っていると

ハッカーの仕事がとても容易くなってしまいます。 

 

1 つのソリューションとしては、危険であると見なされるアプリケーションをユーザーが実行したり、

Web ベースのアプリケーションにアクセスしたりできないようにポリシーとソフトウェアのソリューシ

ョンを実行することです。もちろん、ビジネス・ユーザーは、業務のためにこれらの種類のアプリケ

ーションを実行する許可が必要なこともあるかもしれません：そのような状況では、危険性が残る

ことになります。 

 

2 つ目のソリューションは、1 つ目のソリューションを実行するにしてもしないにしても極めて重要な

のですが、リスクのあるアプリケーションやクラウドサービスが使用される度にしっかりと監視を行

なうということです。このアプローチにより、ビジネス・ユーザーは業務を滞りなく進めることができ、

企業はこれらのアプリケーションによりデータが漏えいしていないことを確認できます。詳しくは、

後述の 10 章のユーザーアクティビティの監視をご参照下さい。 
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8 ソーシャルエンジニアリング攻撃の認識と阻止するための従業員教

育 

機密情報を許可されていない第三者に漏えいしてしまうような心理操作（またはそのような行動を

実行すること）は、“ソーシャルエンジニアリング”として知られています。実際に成功することが極

めて多いので、ターゲットとする企業の従業員からアカウントのログインクレデンシャルを入手する

ために、ハッカーはソーシャルエンジニアリングの技術をしばしば使用します。 

 

一般的な方法：ハッカーは従業員にメールを送信して、そのメールが従業員の上司から届いたよ

うに見せかけます。例えば、メールによって、セキュリティ上の目的らしい理由から、ユーザーのパ

スワードを至急要求されます。もう一つの手段は、“フィッシング”と呼ばれています。ユーザーはメ

ールでリンクをクリックしてネットワーク、クラウドアプリケーション、その他のリソースにログインす

るように要求されます。実は、リンクは偽のWebページに繋がっていて、疑うことを知らない従業員

が打ち込んだクレデンシャルをハッカーはそのページから手に入れることができます。 

 

どちらにしても、ハッカーが一度クレデンシャルを入手してしまうと、ハッカーはそのユーザーアカ

ウントの権限で許可されたレベルのすべての情報にアクセスできます。ユーザーが広範囲にアク

セス権を有している場合、ハッカーは貴重な機密情報、規制された情報を大量に盗み出すことが

できてしまうということです。 

 

その他のソーシャルエンジニアリングのアプローチとして、犯人は脅迫や賄賂によって内部の人

間を仲間に引き入れようとすることがあります。このような状況では、犯人は機密情報をコピーま

たは送信するように内部の人間を説得する一方で、誰にもばれないまたは犯罪を実行しているわ

けではないと相手を安心させようとします。 

 

このようなデータ窃盗の技術があるため、企業はこれらのソーシャルエンジニアリングの攻撃を認

識して阻止できるように、すべての従業員を（できれば請負業者も）教育することが必須です。従

業員はどのような状況下であっても、例えば上司の妻が週末に電話をかけてきて会社の重大な

緊急事態であると訴えたとしても、自分のログインクレデンシャルを決して誰にも提供しないように、

これらの方法について学ぶ必要があります。ユーザーは決してクレデンシャルをメールで送ったり、

メールや SMS、Facebook などのメッセージのリンクからたどり着いた Web ページにクレデンシャル

を打ち込んだりしてはならないと明言されなくてはいけません。最後に、ユーザーはソーシャルエ

ンジニアリングの攻撃を受けた疑いがある際に、誰に、どのように、何を連絡するべきか、正しい

対応の方法を学ぶ必要があります。 



 
 
 

 

Mitigating your Biggest Security Risk: 

Your Business Users 

12 

9 強力なパスワードポリシーの適用 

強力なパスワード要件を、強制することも当然有効な手段です。しかし意外にも、多くの組織がま

だこれを採用していません。今日のハッカーは高度なパスワード解読ソフトウェアを使用し、数秒

から数分以内に多くのパスワードを解読することがでます。そのため、組織内のすべてのユーザ

ーアカウントがブルートフォースアタックと辞書ベースのパスワード·クラックを通さないことが重要

です。 

 

クラッキングされ難いパスワードのガイドラインは以下のとおりです： 

 

• 10 文字以上の長さであること。 

• 少なくとも 2 文字のアルファベットを含むこと。 

• 小文字と大文字の両方を含むこと。 

• 少なくとも 2 つの数字を含むこと。 

• 少なくとも 2 つの特殊文字（＆^％※$など）を含むこと。 

• 辞書にある単語や、よく使用されるログイン名を含まないこと。（例えば、Admin、

password、sa、administrator、sysadmin、root） 

• （名前や誕生日など）個人情報を含まないこと。 

 

 

組織内で強力なパスワードポリシーを適用するためには、IT 管理者は次の手順を実施する必要

があります： 

 

• パスワードポリシーを定義する。 （アカウントのレベル毎に異なるポリシーの定義が必要

な場合もある）。 

• 全ユーザーに、自分に関係するパスワードポリシーとポリシー適用の期限を通知する。 

• 適用期限後に、パスワードポリシーへの不適合がないか全パスワードを監査する。 

• 不適合だった全パスワードに対してパスワードポリシーに準拠したランダムなパスワード

を生成し、安全な手段を使用してユーザーに通知する。 
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10 ユーザーアクティビティの監視 

 

パスワードポリシーの適用には、良い点と悪い点があります。悪い点は、上で述べた手順をすべ

て実践したとしても、組織を完璧に守ることは出来ないということです。上記で説明してきたすべて

の手順を真剣に検討することを強く推奨しますが、そのどれも完全ではないのです。 

 

たとえば、ビジネス・ユーザーとデータの実態を、描き出すことは困難です。特にビジネスはダイナ

ミックで頻繁に変化してゆくため、どうしてもギャップが生じます。データへの不要なアクセスは制

限すべきですが、ビジネス・ユーザーの多くは会社の最も機密性の高いデータにアクセスする必

要があります。危険なアプリケーションの使用も制限すべきです。しかし、ブロックリストに載ってい

るアプリケーションの代わりに別のアプリケーションを使用できるユーザーがいる一方で、業務上、

危険なアプリケーションの使用を避けられないユーザーも必ずいます。またパスワードがどんなに

複雑であっても、パスワード保護のためにどれだけ従業員にセキュリティ教育を施したとしても、洗

練され強固な意志を持ったハッカーの前では脆弱であることに変わりはありません。 

 

良い点もあります。ユーザーアクティ ビティの監視は、ユーザーに焦点を当てた包括的なセキュリ

ティソリューションであり、あなたが出来る限りの対策をしても残ってしまったギャップをカバーでき

るということです。なぜなら、全社員が重要なアプリケーションや組織内の全コンピューター上で何

をしているかを正確に知ることができれば、即座にユーザーアクティビティの中で危険なもの、不

正なもの、ポリシーに違反するものを検出することができ、それを止めることができるからです。ま

た発生後にも、機密データやアプリケーションに対して、誰がいつどのように何をしたかを、迅速か

つ正確に検出することができます。 
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11 ObserveIT -  

世界をリードするユーザーアクティビティ監視ソリューション 

ObserveITは、WindowsとUnix/ Linuxのデスクトップおよびサー

バー上のすべてのユーザーアクティビティを監視し、記録するユー

ザー·アクティビティ·監視ソフトウェアです。ObserveIT は、ビデオ

録画、ユーザーアクティビティ·ログやリアルタイムのアラートを生

成します。あらゆる形態のユーザーベースのリスクを、識別し管理

できる完全なソリューションです。 

 

11.1 ビデオ再生とアクティビティ分析 

 

ユーザーセッションを再生すると、セッション中に画面上で何が起

こったかを正確に知ることができます。しかし、ObserveIT は、単

純に画面上のアクティビティをビデオに記録するだけにとどまりま

せん： 

 

ソフトウェアは、すべてのセッションを読みやすいユーザーアクティ

ビティログに変換するので、ビデオを見なくてもユーザーアクティビ

ティを知ることができます。ログ内の特定のイベントをクリックする

と、ちょうどその瞬間からビデオ再生を開始できます。このアクティ

ビティ分析は、リアルタイムなユーザーアクティビティアラート及び

レポートの生成にも使用されます。 

 

11.2 リアルタイムユーザアクティビティアラート 

 

ユーザーベースの攻撃の発生は、一刻を争う事態です。脅威が

検出されるまでの時間が長ければ長いほど、企業は財務上のコ

スト面とブランド価値の面でより多くの損失を被ります。リアルタイ

ムでユーザーのアクティビティを監視する能力がなければ、企業

は長期間、ユーザーベースの脅威を検出できずに被害を受け続

けることになります。 
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ObserveIT のユーザーアクティビティ分析は、ユーザーアクティビティの中で、異常な、疑わしい、

または悪意のあるものについて、即座に IT セキュリティチームにアラートを出します。フルカスタマ

イズ可能なアラートはシステム全体に統合され、さらにセッション再生画面上にオーバーレイ表示

されます。さらに、アラートを電子メールで送信することもでき、誰にどれくらいの頻度で送信を行う

か指定することもできます。 

11.3 キーワードベースのアクティビティ検索 

ObserveIT は、詳細なユーザーアクティビティデータを取得します。このデータはアラート生成とフ

リーテキストのキーワード検索機能に直ちに反映されます。管理者、IT セキュリティ担当者、監査

人は、以下の項目でキーボードアクションを検索することができます。 

 

• 実行したアプリケーションの名前 

• 開いたウィンドウのタイトル 

• ブラウザでアクセスした URL 

• 入力、編集、貼り付け、選択、自動完成等を行ったテキスト 

• CMD コンソールで実行したコマンドやスクリプト 

 

検索にヒットしたものはすべて、ビデオの中のそのアクションが発生した特定の箇所に直接リンク

されています。これにより、数千時間にも及ぶユーザーアクティビティの中から特定のアクションが

起きたちょうどその瞬間を、きわめて容易に見つけ出すことができます。 
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12 ギャップゼロの監視、分析、アラート、遮断 

ObserveIT は接続方法（リモートデスクトップ、ターミナルサービス、SSH、LogMeIn、PC 

Anywhere、ローカルログイン、など）に関わらず各アプリケーション、Web ページやウィンドウ内で

の全てのユーザーアクティビティの監視、記録、分析を行います。ObserveIT はスタンドアロンの

Windows と Unix/ Linux のデスクトップおよびサーバー上と同様に、Citrix 公開アプリケーション、

Citrix 仮想デスクトップ、および VMware 環境でのセッションを記録します。ObserveIT は多くの組

織で生じている主なセキュリティギャップを処理し、さらに内部ロギング機能を持っていないものも

含め、商用、レガシー、オーダーメイドやクラウドアプリ上でのユーザーアクティビティログと画面録

画も生成します。 

 

管理者は現在接続しているセッション(ライブセッション)をリアルタイムで見ることができ、不審な、

または危険なアクティビティを停止したい場合は、ObserveIT 内からセッションとユーザーアカウン

トをロックすることができます。これは、システムがリアルタイムのアラートを生成した場合に、特に

有用です。アラートを受信した管理者は、ライブセッションを再生することにより、すべてのアクティ

ビティを見ることができ、巻き戻してアラートを引き起こしたアクションを見つけて、望ましくないアク

ティビティを直ちに停止することができます。 

 

さらに、録画したビデオおよびユーザーアクティビティログは根本原因の分析、IT フォレンジックと

セキュリティ基準コンプライアンスの監査レポートのためにも利用できます。レポートは、特定のビ

ジネスニーズに合わせてカスタマイズでき、スケジュールしたり、オンデマンドで実行することもで

きます。 
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